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23097 8月30日 晴 良 （26小倉2）第9日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

611 クインズロンペール 牡2芦 54 松山 弘平 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 492＋ 41：09．0 16．2�
612 マイネルレハイム 牡2栗 54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 452＋121：09．1� 5．3�
714 ナ ン シ ー 牝2栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 414－ 21：09．2� 15．0�
24 トーホウバード 牡2黒鹿54 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 418－ 61：09．62� 3．9�
36 シゲルデンガク 牡2栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 434－ 81：09．7� 141．6�
35 カシノリクノオウ 牡2青鹿 54

53 ☆中井 裕二柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 456－ 6 〃 クビ 217．6	
47 カシノサクセス 牡2黒鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 境 直行 新ひだか 野坂牧場 458± 01：09．8クビ 43．4

11 カシノマッハ 牡2栗 54 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 474＋121：10．01� 8．2�
510 カシノトラダマシイ 牡2黒鹿54 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 450－ 81：10．1� 377．8�
713 ダイメイコンドル 牡2黒鹿54 幸 英明宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 498± 01：10．2� 3．0
23 サクラアリオン 牡2芦 54 国分 優作�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 456± 01：10．51� 13．6�
816 ビップチャーチャン 牝2栗 54 川田 将雅鈴木 邦英氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 434± 0 〃 クビ 23．3�
818 トップオブザツリー 牡2栗 54

51 ▲岩崎 翼�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 笹地牧場 440－ 8 〃 ハナ 79．7�
48 サイクルヒッター 牡2栗 54 酒井 学西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 412－ 21：10．6� 210．4�
715 イ チ ゴ ッ チ 牝2鹿 54 小坂 忠士合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 428－ 21：10．81� 170．5�
59 スマートレビン 牡2黒鹿 54

51 ▲松若 風馬大川 徹氏 村山 明 浦河 グラストレーニ
ングセンター 462＋12 〃 クビ 178．9�

817 トップゴーオン 牡2鹿 54 川須 栄彦�コオロ 坂口 正則 日高 庄野牧場 470－ 21：11．75 60．2�
12 メイショウケイウン 牡2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 赤田牧場 466－ 61：13．08 30．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 13，602，400円 複勝： 22，787，900円 枠連： 10，629，700円
馬連： 34，128，100円 馬単： 20，755，800円 ワイド： 19，684，600円
3連複： 50，985，500円 3連単： 67，126，600円 計： 239，700，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 490円 � 200円 � 350円 枠 連（6－6） 4，810円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 9，750円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，490円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 11，520円 3 連 単 ��� 72，520円

票 数

単勝票数 計 136024 的中 � 6712（7番人気）
複勝票数 計 227879 的中 � 10669（7番人気）� 34552（2番人気）� 16155（6番人気）
枠連票数 計 106297 的中 （6－6） 1712（15番人気）
馬連票数 計 341281 的中 �� 6171（17番人気）
馬単票数 計 207558 的中 �� 1595（37番人気）
ワイド票数 計 196846 的中 �� 3295（20番人気）�� 1994（28番人気）�� 5208（10番人気）
3連複票数 計 509855 的中 ��� 3317（37番人気）
3連単票数 計 671266 的中 ��� 671（230番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．2―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．7―45．1―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．3
3 4，11，14，1（7，16，12，13）（6，15）2（5，18）（3，9，8，10）＝17 4 ・（4，11）14（7，13）（1，12）－（6，16）（5，15）（18，10）（9，8）2，3－17

勝馬の
紹 介

クインズロンペール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2014．7．19 中京6着

2012．3．17生 牡2芦 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 トップゴーオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 トップゴーオン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウケイウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月30日まで平地

競走に出走できない。

23098 8月30日 晴 良 （26小倉2）第9日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．9
1：45．9

良
良

34 スモーキーナイト 牝2鹿 54 浜中 俊市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 474＋101：48．2 1．5�
35 グランアルマダ 牡2芦 54 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 536－ 6 〃 クビ 6．3�
23 ニシノクラレット 牝2栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 446＋ 81：48．62� 6．9�
11 サンデーウィザード 牡2鹿 54 武 幸四郎巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 434－121：48．91� 10．0�
712 ブルーガーディアン 牡2黒鹿54 藤岡 佑介 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 464－ 6 〃 ハナ 27．7	
713 パンプキンパイ 牝2栗 54

51 ▲岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 412－ 41：49．11	 118．4

22 ヴァーサトル 牡2黒鹿54 国分 恭介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474＋ 4 〃 ハナ 246．5�
611 セルリアンコスモ 牡2鹿 54 太宰 啓介�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 496－101：49．31 19．2�
814 ハタノシュヴァリエ 牝2青鹿54 
島 良太 �グッドラック・ファーム 昆 貢 浦河 中神牧場 422－ 61：49．51	 219．5
46 ヴェリタスキング 牡2黒鹿 54

51 ▲松若 風馬松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 468－ 61：50．13� 181．3�
59 ツジスーパーサクラ 牝2芦 54

51 ▲義 英真辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 41：50．2クビ 35．5�
815 グランデコマンド 牡2鹿 54 松山 弘平 �グランデオーナーズ 高橋 康之 鹿児島 吉永ファーム 462－ 21：51．810 26．7�
47 シゲルユキマツリ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 出羽牧場 444± 01：51．9� 290．8�
610 クリムゾンスカイ 牝2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 佐竹 学 444－101：53．39 93．0�
58 クリノコクシムソウ 牡2芦 54 藤懸 貴志栗本 博晴氏 谷 潔 日高 中前牧場 488－ 21：56．3大差 418．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，595，100円 複勝： 29，907，200円 枠連： 8，115，100円
馬連： 28，718，400円 馬単： 19，471，500円 ワイド： 15，557，200円
3連複： 38，564，300円 3連単： 65，751，400円 計： 223，680，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（3－3） 600円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 220円 �� 210円 �� 380円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，470円

票 数

単勝票数 計 175951 的中 � 92261（1番人気）
複勝票数 計 299072 的中 � 141484（1番人気）� 36445（2番人気）� 35934（3番人気）
枠連票数 計 81151 的中 （3－3） 10380（3番人気）
馬連票数 計 287184 的中 �� 43693（1番人気）
馬単票数 計 194715 的中 �� 20853（1番人気）
ワイド票数 計 155572 的中 �� 18421（2番人気）�� 20521（1番人気）�� 9121（4番人気）
3連複票数 計 385643 的中 ��� 35965（1番人気）
3連単票数 計 657514 的中 ��� 19287（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．4―12．2―11．9―11．9―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．1―48．3―1：00．2―1：12．1―1：24．1―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3
・（6，12）15（3，9）（5，10）（4，11）（1，14）2，7，13＝8・（6，12）15（3，9）（4，5，10）（2，13，11，1）14，7＝8

2
4
・（6，12）15（3，9）（5，10）（4，11，1，14）－2，7，13－8・（6，12）－（3，5）（4，9，15，11，1）13（2，14）7，10＝8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スモーキーナイト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．9 新潟2着

2012．3．31生 牝2鹿 母 マルカフローリアン 母母 セトフローリアンⅡ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 クリムゾンスカイ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノコクシムソウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月30日まで平地

競走に出走できない。
※グランデコマンド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 小倉競馬 第９日



23099 8月30日 晴 良 （26小倉2）第9日 第3競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

510 ハイプレッシャー 牡3黒鹿 56
53 ▲松若 風馬�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508± 02：40．2 2．4�
48 ラ デ ィ ー ア 牝3鹿 54 浜中 俊有限会社シルク大久保龍志 安平 ノーザンファーム 442± 02：40．41� 20．6�
23 シゲルヒダカ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 504± 02：40．82� 55．1�
24 スズカビスタ 牡3鹿 56 国分 優作永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 466－ 2 〃 ハナ 26．4�
47 ヒロノアドバンス 牡3鹿 56 酒井 学サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 454＋ 62：40．9� 46．7�
11 マウンテンライオン 牡3鹿 56 小牧 太市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 600＋ 4 〃 クビ 15．0	
714 グレートアイランド 牡3鹿 56 川田 将雅�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－102：41．0� 2．4

36 ファイナルダンサー 牡3鹿 56 幸 英明桂土地� 五十嵐忠男 日高 小西 章 444－ 4 〃 ハナ 161．7�
815 ファンタスマゴリア 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 462± 02：41．1� 25．2�

612 ト ラ ヴ ィ ス 牡3鹿 56 和田 竜二ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 496± 02：41．2クビ 18．1�
816 ドリームセンス 牡3鹿 56 国分 恭介セゾンレースホース� 松元 茂樹 新冠 田渕牧場 502－ 42：41．83� 163．8�
59 シャイニンシーザー 牡3栗 56 藤懸 貴志市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 430＋ 8 〃 ハナ 66．1�
35 ウォルフラム 牡3芦 56 川須 栄彦 キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 512－ 62：42．54 10．1�
12 グッドバディー 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二まの 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 450± 02：42．6� 320．5�
611 フェイトセンス 牡3鹿 56 川島 信二村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 462± 02：43．13 333．0�
713 カ ミ ワ ザ 牡3鹿 56 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 518＋ 22：45．5大差 141．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，192，700円 複勝： 31，180，800円 枠連： 11，153，800円
馬連： 40，039，500円 馬単： 26，545，400円 ワイド： 22，091，500円
3連複： 54，747，400円 3連単： 86，611，900円 計： 292，563，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 530円 � 730円 枠 連（4－5） 1，800円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，620円 �� 7，480円

3 連 複 ��� 22，620円 3 連 単 ��� 72，170円

票 数

単勝票数 計 201927 的中 � 66812（1番人気）
複勝票数 計 311808 的中 � 104942（1番人気）� 10961（8番人気）� 7670（10番人気）
枠連票数 計 111538 的中 （4－5） 4795（5番人気）
馬連票数 計 400395 的中 �� 13127（6番人気）
馬単票数 計 265454 的中 �� 5741（11番人気）
ワイド票数 計 220915 的中 �� 6690（8番人気）�� 3515（16番人気）�� 732（57番人気）
3連複票数 計 547474 的中 ��� 1815（64番人気）
3連単票数 計 866119 的中 ��� 870（192番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―11．9―12．7―12．6―13．1―13．4―12．4―11．7―11．9―11．9―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．6―24．4―36．3―49．0―1：01．6―1：14．7―1：28．1―1：40．5―1：52．2―2：04．1―2：16．0―2：28．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F48．0―3F36．1
1
�
8，1（3，5）2－11，9，10，4，14（7，12，15）（6，16）－13
8，1（3，5）－10，2，11，9，14（4，15）（7，12）6，16，13

2
�
8，1（3，5）2－（9，11）（4，10）（7，14）（12，15）（6，16）13
8（3，1）10－（5，15）14（2，4，12）（9，11，7，6）16＝13

勝馬の
紹 介

ハイプレッシャー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Miswaki デビュー 2013．9．15 阪神2着

2011．5．2生 牡3黒鹿 母 クイーンリザーブ 母母 Slamya 13戦1勝 賞金 14，940，000円
〔その他〕 カミワザ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アイファーソーニョ号・アユメライトアップ号・アロハエコモマイ号・グレイトハスラー号・スマイルユニバンス号・

トウカイバランス号・トウケイアロー号
（非抽選馬） 1頭 マイネルプレセンテ号

23100 8月30日 晴 稍重 （26小倉2）第9日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

510 カ オ ー ル 牝3青 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋ 81：46．4 4．5�

714 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54
51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 434＋ 21：46．82� 13．2�

48 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 454＋161：46．9� 31．6�
11 ストライキングアイ 牝3鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：47．1� 7．0�
816 フォールスクリーク 牝3黒鹿54 藤岡 佑介下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 460－ 21：47．2� 9．1	
612 クレアドール 牝3青鹿 54

51 ▲松若 風馬 
サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480＋141：47．3� 2．6�
713 ダ ニ カ 牝3黒鹿54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 41：47．51� 18．7�
611 アグネスハピネス 牝3栗 54 和田 竜二渡辺 孝男氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 426＋ 21：47．7� 128．6
47 エイシンノア 牝3芦 54 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 木田牧場 510－ 81：47．91� 7．7�
36 マイスクエアワン 牝3黒鹿54 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 430－ 21：48．11 102．7�
35 アルプサロン 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 478± 01：49．27 68．8�
24 ジャルディナージュ 牝3鹿 54 国分 優作
下河辺牧場 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 424＋181：49．3� 121．3�
815 タムロイレーネ 牝3鹿 54 高倉 稜谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 424＋ 41：50．15 91．9�
59 アイズユーニン 牝3栗 54 �島 良太江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 478＋141：51．69 185．1�
23 ヴ ァ ゼ ム 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482 ―1：52．34 18．5�
12 サンデークロウズ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 
キャロットファーム 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 506 ―1：55．2大差 335．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，422，800円 複勝： 38，205，200円 枠連： 11，565，600円
馬連： 40，268，500円 馬単： 24，593，500円 ワイド： 24，142，400円
3連複： 55，184，700円 3連単： 77，483，200円 計： 293，865，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 280円 � 680円 枠 連（5－7） 1，620円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 2，880円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 23，630円 3 連 単 ��� 70，660円

票 数

単勝票数 計 224228 的中 � 39052（2番人気）
複勝票数 計 382052 的中 � 50514（3番人気）� 36946（5番人気）� 12381（8番人気）
枠連票数 計 115656 的中 （5－7） 5522（9番人気）
馬連票数 計 402685 的中 �� 11797（9番人気）
馬単票数 計 245935 的中 �� 5208（12番人気）
ワイド票数 計 241424 的中 �� 6193（12番人気）�� 2131（29番人気）�� 1818（33番人気）
3連複票数 計 551847 的中 ��� 1751（67番人気）
3連単票数 計 774832 的中 ��� 795（223番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．6―13．2―12．5―12．4―12．8―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．4―42．6―55．1―1：07．5―1：20．3―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3
・（3，9）（7，10）（13，12）5（16，15）－1，8，6（4，14）11＝2・（3，9，10，12）（7，13）16（5，1，8）15（6，11，14）4＝2

2
4

・（3，9）（7，10）（13，12）5，16，15，1，8－（6，14）（4，11）＝2・（10，12）（13，16）1，8，14，11（9，7）（3，5，6）（4，15）＝2
勝馬の
紹 介

カ オ ー ル �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．4．26 京都6着

2011．2．18生 牝3青 母 プレミアノアール 母母 ヴァンドノワール 4戦1勝 賞金 6，600，000円
〔その他〕 アイズユーニン号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

ヴァゼム号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンデークロウズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月30日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ベストガーディアン号



23101 8月30日 晴 良 （26小倉2）第9日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

611 ロ ッ ト リ ー 牝2鹿 54 北村 友一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 402 ―1：09．6 10．4�
713 グランディフローラ 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 476 ―1：10．02� 5．1�
815 アローシルバー 牝2栗 54 藤岡 佑介佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 470 ―1：10．21� 8．8�
23 メイショウハイネス 牡2鹿 54 国分 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 476 ―1：10．41� 23．9�
59 ティーエスアルスト 牡2栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 424 ― 〃 クビ 14．9�
36 グランソルティス 牡2栗 54

53 ☆中井 裕二名古屋友豊	 木原 一良 新冠 オリエント牧場 452 ―1：10．5クビ 52．2

714 バイオレットフィズ 牝2黒鹿54 酒井 学中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 440 ―1：10．71� 78．9�
48 サンウィノナ 牝2鹿 54 小牧 太加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 442 ― 〃 ハナ 11．1�
24 エンデヴァー 牡2黒鹿54 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526 ― 〃 ハナ 7．0
12 キタサンロングラン 牝2黒鹿 54

51 ▲松若 風馬�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル 494 ― 〃 ハナ 2．7�
47 ダ プ ネ 牝2鹿 54 太宰 啓介杉澤 光雄氏 石橋 守 新ひだか へいはた牧場 424 ―1：10．8� 95．9�
816 ワンダーヴァローレ 牡2鹿 54 武 幸四郎山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 荻伏三好フ

アーム 472 ―1：10．9� 27．1�
612 ス ズ ミ サ キ 牝2鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 沖田 博志 434 ―1：11．11� 182．5�
35 ダイシンブルー 牡2青鹿54 浜中 俊大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 林 孝輝 424 ―1：11．2� 27．2�
510 サ ン オ ー ギ 牝2黒鹿54 高倉 稜竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 片山 建治 434 ―1：12．05 63．3�
11 エスケイミネルバ 牝2青 54 幸 英明服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 464 ―1：12．74 113．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，413，500円 複勝： 23，994，300円 枠連： 11，814，800円
馬連： 34，833，500円 馬単： 21，147，800円 ワイド： 19，462，700円
3連複： 46，333，100円 3連単： 65，798，800円 計： 241，798，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 310円 � 200円 � 280円 枠 連（6－7） 2，730円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，180円 �� 680円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 43，800円

票 数

単勝票数 計 184135 的中 � 14124（5番人気）
複勝票数 計 239943 的中 � 18934（6番人気）� 34502（2番人気）� 21144（4番人気）
枠連票数 計 118148 的中 （6－7） 3349（13番人気）
馬連票数 計 348335 的中 �� 8949（9番人気）
馬単票数 計 211478 的中 �� 2242（26番人気）
ワイド票数 計 194627 的中 �� 4996（9番人気）�� 4151（11番人気）�� 7547（5番人気）
3連複票数 計 463331 的中 ��� 4915（18番人気）
3連単票数 計 657988 的中 ��� 1089（120番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―46．1―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．2
3 ・（11，15）16（13，14）4（7，8）12，2（5，6）（3，10）9＝1 4 ・（11，15）－（13，16）－（4，14）（7，8）（2，6，12）3，10（5，9）＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロ ッ ト リ ー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Combat Ready 初出走

2012．4．26生 牝2鹿 母 レスリーズラブ 母母 Your Love 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23102 8月30日 晴 稍重 （26小倉2）第9日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

47 ダンツトーラス 牡3栗 56
53 ▲岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 496＋ 21：46．4 14．4�

36 エイユービリオネア 牡3栗 56 川須 栄彦笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 450± 01：46．93 1．5�
510 レッドフォース 牡3栗 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 458－ 21：47．96 10．4�
12 ワンダービゴローソ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 沼田 照秋 470－ 81：48．0クビ 24．7�
816 クリノフクロクジュ 牡3黒鹿56 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 440＋ 6 〃 クビ 22．3�
48 アフリカンブルー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506－ 61：48．1クビ 30．6	

815 アンスメーヌ 牝3栗 54 高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 464－ 2 〃 クビ 28．8


59 カイザーヴァルツァ �3黒鹿 56
53 ▲松若 風馬有限会社シルク音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452－ 61：49．37 12．2�

35 クニサキオペラ 牝3鹿 54 森 一馬國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 446－ 61：49．4クビ 269．4�
611 ウエスタンプリンス 牡3鹿 56 藤岡 佑介西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか ウエスタンファーム 460 ―1：49．5� 93．6
713 カンファーボス 牡3鹿 56 小牧 太楠本多ミ子氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 448－12 〃 クビ 187．3�
714 ラストアタック 牡3鹿 56 北村 友一五影 慶則氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 476± 01：49．71� 74．5�
11 ザラブスプリム 牡3鹿 56 大下 智白石 公彦氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474－161：50．01� 283．8�
23 フ ク イ ル 牡3鹿 56 佐久間寛志副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 438± 01：50．1クビ 7．3�
612 スリーヴェスタ 牡3青鹿56 国分 恭介永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 506＋ 21：50．52� 290．9�
24 ジ ャ リ ス コ �3鹿 56 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 21：50．6� 104．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，963，300円 複勝： 49，414，200円 枠連： 14，391，500円
馬連： 38，481，100円 馬単： 27，848，000円 ワイド： 21，192，200円
3連複： 54，153，300円 3連単： 90，474，700円 計： 317，918，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 200円 � 110円 � 170円 枠 連（3－4） 1，020円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，510円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 18，510円

票 数

単勝票数 計 219633 的中 � 12124（5番人気）
複勝票数 計 494142 的中 � 30525（4番人気）� 288205（1番人気）� 37719（2番人気）
枠連票数 計 143915 的中 （3－4） 10891（4番人気）
馬連票数 計 384811 的中 �� 25375（5番人気）
馬単票数 計 278480 的中 �� 6061（12番人気）
ワイド票数 計 211922 的中 �� 10861（5番人気）�� 3292（17番人気）�� 15177（2番人気）
3連複票数 計 541533 的中 ��� 15912（8番人気）
3連単票数 計 904747 的中 ��� 3542（59番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．7―12．4―12．2―12．5―13．0―13．8―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．8―42．2―54．4―1：06．9―1：19．9―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3
8（3，9，15）－6，2，4（7，12）（5，10）－14，11（1，16）13
8（3，15）－（6，9）＝7－2，12－10，11（4，5）－14（13，16）1

2
4
8（3，9，15）－6－2（4，12）7－10，5－14，11（1，16）13
8，15（6，3）（7，9）－2－（10，11）12－5（14，16）（4，13）－1

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ダンツトーラス �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．8．4 新潟17着

2011．5．1生 牡3栗 母 オテンバコマチ 母母 ボールドワン 11戦1勝 賞金 8，560，000円
〔制裁〕 フクイル号の騎手佐久間寛志は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

ダンツトーラス号の騎手岩崎翼は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）



23103 8月30日 晴 良 （26小倉2）第9日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

611 テーオービックバン 牡3栗 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 41：47．6 1．3�

35 ランガージュ 牡3鹿 56 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482± 01：48．02� 11．9�

48 ポーリュシカポーレ 牝3鹿 54 川須 栄彦吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 436＋ 21：48．42� 8．8�
510 トーワクリステル 牝3鹿 54 川田 将雅齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 446± 0 〃 アタマ 29．2�
11 ワイドショー 牝3鹿 54 �島 良太安原 浩司氏 大久保龍志 浦河 辻 牧場 484－ 21：48．5クビ 80．6�
815 ロコモーション 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528＋ 81：48．6� 13．8�

23 フィリグラーナ 牡3栗 56 国分 恭介畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 村本牧場 432± 01：49．02� 73．2	
47 ミンネゼンガー 牡3栗 56 和田 竜二 
キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 474－101：49．21	 17．0�
36 ミラクルウェーブ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 21：49．73 70．7�

816 サンライズメシア 牡3栗 56 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 前田 宗将 508＋ 21：50．02 23．8
59 
 サイバーロイド 牡3黒鹿56 松山 弘平山本 英俊氏 角居 勝彦 米

John D. Gunther, Eurow-
est Bloodstock Services
& Nicole Gunther

492－14 〃 クビ 45．8�
612 オーミアリエル 牝3青鹿54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 福島 信晴 新冠 松木 加代 462＋ 81：50．21	 162．4�
714 アンジェルブ 牝3鹿 54 高倉 稜青山 洋一氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋101：50．62� 512．7�
12 ダイゴセイリュウ 牡3青 56 太宰 啓介長谷川光司氏 日吉 正和 日高 細川牧場 510 ― 〃 クビ 209．8�
713 グリントモーメント �3栗 56 北村 友一 
キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：50．7クビ 193．4�
24 ネオマイスター 牡3青鹿56 川島 信二久保 博文氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 496－141：51．12� 264．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，536，800円 複勝： 62，776，900円 枠連： 16，424，400円
馬連： 47，139，600円 馬単： 34，107，600円 ワイド： 26，790，200円
3連複： 64，040，000円 3連単： 114，662，900円 計： 397，478，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（3－6） 400円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 290円 �� 270円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，130円

票 数

単勝票数 計 315368 的中 � 192456（1番人気）
複勝票数 計 627769 的中 � 408116（1番人気）� 40704（2番人気）� 39412（4番人気）
枠連票数 計 164244 的中 （3－6） 31561（2番人気）
馬連票数 計 471396 的中 �� 66532（1番人気）
馬単票数 計 341076 的中 �� 35447（2番人気）
ワイド票数 計 267902 的中 �� 24397（3番人気）�� 27528（2番人気）�� 7746（9番人気）
3連複票数 計 640400 的中 ��� 41647（1番人気）
3連単票数 計1146629 的中 ��� 26530（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．1―11．9―12．0―12．0―12．2―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．9―47．8―59．8―1：11．8―1：24．0―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8
1
3
4（8，13）（15，16）（3，5，11）（7，10）6，14，1，12，9，2・（4，8）（3，5，13，15）（7，11）（10，16）（1，14，12）6（2，9）

2
4
4，8（3，13）5（11，15）（7，16）（6，10）－14（1，12）－（2，9）
8（4，5）（3，15，11）（10，7）（1，16）（6，13，12）2，14，9

勝馬の
紹 介

テーオービックバン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 東京8着

2011．1．30生 牡3栗 母 ゴットザビート 母母 サーティエイトゴーゴー 10戦1勝 賞金 11，300，000円

23104 8月30日 晴 稍重 （26小倉2）第9日 第8競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

813 クラウンカイザー 牡5黒鹿57 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 488± 0 58．6 6．6�
610� ロケットダッシュ 牡4鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 486－ 6 〃 クビ 2．7�
11 カシノソラーレ 牝4栗 55 幸 英明柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 496＋ 2 58．7	 110．1�
57 ヒカリセット 牡3青鹿54 森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 452－ 8 58．8クビ 13．9�
34 メイショウオハツ 牝5黒鹿55 
島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 B502－ 4 59．12 138．8	
712� エルクイーン 牝4黒鹿55 藤懸 貴志土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 478＋ 4 59．31� 49．1

58 � ストームジャガー 牡4鹿 57 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 492－12 〃 ハナ 2．6�
22 サマーハピネス 牝5鹿 55 国分 恭介セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 500－ 6 59．51 29．1�
46 � エクセレンフレール 牡4鹿 57 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 504± 0 59．6クビ 29．8
69 リッシンロケット 牡4芦 57 藤岡 佑介小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 458＋ 2 〃 クビ 16．4�
45 スナークマスカラス 牡3栗 54 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 462± 0 〃 ハナ 21．0�
814 スマートエクリプス 牡3栗 54

51 ▲義 英真大川 徹氏 中内田充正 浦河 山口 義彦 B480－ 6 59．92 24．4�
33 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55 田中 健澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 480＋ 21：01．510 94．8�
711 ヒカリユニキャスト 牡4黒鹿57 酒井 学�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 540＋ 41：01．6� 34．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，017，300円 複勝： 31，990，500円 枠連： 14，827，800円
馬連： 55，355，500円 馬単： 31，258，900円 ワイド： 28，074，100円
3連複： 68，337，600円 3連単： 108，874，900円 計： 361，736，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 160円 � 1，480円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 400円 �� 5，990円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 28，250円 3 連 単 ��� 89，290円

票 数

単勝票数 計 230173 的中 � 27759（3番人気）
複勝票数 計 319905 的中 � 46544（3番人気）� 64199（2番人気）� 3896（12番人気）
枠連票数 計 148278 的中 （6－8） 18737（3番人気）
馬連票数 計 553555 的中 �� 41439（2番人気）
馬単票数 計 312589 的中 �� 9356（5番人気）
ワイド票数 計 280741 的中 �� 20530（2番人気）�� 1125（52番人気）�� 1580（39番人気）
3連複票数 計 683376 的中 ��� 1814（79番人気）
3連単票数 計1088749 的中 ��� 884（248番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．9―45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F36．2
3 ・（10，13）（4，6）11，12－（1，3，5）（2，14）（8，9）－7 4 ・（10，13）－（4，6）11，12，1，8－（2，5）（7，9）14－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラウンカイザー �
�
父 カルストンライトオ �

�
母父 デ ュ ラ ブ デビュー 2011．12．4 小倉6着

2009．5．11生 牡5黒鹿 母 カルストンサイダー 母母 アイビーサイクロン 22戦2勝 賞金 25，220，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ストームジャガー号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カゼニタツライオン号・キネオキャノン号



23105 8月30日 晴 良 （26小倉2）第9日 第9競走 ��1，200�ひ ま わ り 賞
発走14時25分 （芝・右）
九州産馬，2歳；負担重量は，55�，収得賞金500万円超過馬2�増，未出走馬および
未勝利馬2�減

�山慶南競馬公園馬主協会賞・九州軽種馬協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

818 エ フ ェ ク ト 牝2青鹿55 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 462＋ 41：09．0 1．9�
510 クリノヤクマン 牡2鹿 55 川須 栄彦栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 478＋101：09．63� 2．9�
612 カ シ ノ リ ノ 牝2鹿 53 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 480± 01：10．13 106．2�
35 カシノタンバリン 牝2栗 53 松若 風馬柏木 務氏 蛯名 利弘 宮崎 戸田 ゆり子 422＋ 4 〃 クビ 251．0�
48 テイエムヤンチャボ 牝2芦 53 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 414＋ 21：10．2� 10．5�
59 ヒマラヤテンカ 牝2青 55 岩崎 翼辻 大作氏 小桧山 悟 熊本 片山 建治 466＋ 81：10．3� 12．7�
12 テイエムクロウサギ 牡2鹿 53 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 444＋16 〃 アタマ 35．1	
23 コウザンキサス 牝2栗 53 義 英真山下 良子氏 目野 哲也 宮崎 戸田 ゆり子 464＋ 6 〃 ハナ 274．5

713 ミスターベアー 牡2栗 53 太宰 啓介岡 浩二氏 石橋 守 熊本 村山 光弘 498 ― 〃 ハナ 24．7�
36 サワヤカオリュウ 牝2鹿 53 藤懸 貴志華山 龍一氏 柴田 光陽 鹿児島 神野 生男 390＋14 〃 アタマ 42．6�
11 ホウザンモモ 牝2黒鹿53 柴田 未崎神田 通博氏 和田 雄二 鹿児島 松元 登 416＋ 6 〃 ハナ 234．2
611 カシノフレンジー 牡2鹿 53 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 490－ 81：10．61	 75．0�
817 キリシマツバサ 牡2黒鹿53 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 444＋ 21：10．7クビ 28．3�
47 ホウザンキック 牡2黒鹿53 小坂 忠士神田 通博氏 境 直行 鹿児島 神田 通博 454± 01：11．12� 44．7�
715 カシノリコーダー 牝2鹿 53 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 426＋101：11．52� 456．9�
816 タケノロマンス 牡2栗 53 高倉 稜竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 種村 孝典 414＋ 61：11．6� 354．1�
714 ヨカオゴジョ 牝2黒鹿53 幸 英明 �グランデオーナーズ 坪 憲章 宮崎 田上 勝雄 424± 01：12．13 48．2�

（17頭）
24 
 セ ル ヌ ア 牝2黒鹿55 川田 将雅村山 光弘氏 松島 寿 熊本 村山 光弘 ― （出走取消）

（佐賀）

売 得 金
単勝： 26，386，700円 複勝： 37，768，100円 枠連： 25，422，800円
馬連： 70，749，400円 馬単： 44，341，100円 ワイド： 33，310，500円
3連複： 87，572，400円 3連単： 158，613，400円 計： 484，164，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 1，180円 枠 連（5－8） 210円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 160円 �� 3，290円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 20，360円

票 数

単勝票数 計 263867 的中 � 110164（1番人気）
複勝票数 計 377681 的中 � 130702（1番人気）� 94513（2番人気）� 3606（12番人気）
枠連票数 計 254228 的中 （5－8） 93790（1番人気）
馬連票数 計 707494 的中 �� 225933（1番人気）
馬単票数 計 443411 的中 �� 68256（1番人気）
ワイド票数 計 333105 的中 �� 77033（1番人気）�� 2022（35番人気）�� 2184（33番人気）
3連複票数 計 875724 的中 ��� 9229（15番人気）
3連単票数 計1586134 的中 ��� 5648（48番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．3―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．4
3 ・（8，9）10，18（5，12）11（2，17）1（3，6，16）7，15（13，14） 4 ・（8，9，10，18）（5，12）11（1，2）（3，6）17（13，7）16－15，14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ フ ェ ク ト �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．8．3 小倉1着

2012．4．1生 牝2青鹿 母 スペシャルビビー 母母 レッツファイト 2戦2勝 賞金 21，378，000円
〔出走取消〕 セルヌア号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ミスターベアー号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨカオゴジョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月30日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グランデコマンド号

23106 8月30日 晴 良 （26小倉2）第9日 第10競走 ��
��1，800�

さ い か い

西 海 賞
発走15時00分 （芝・右）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�

賞 品
本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

78 ノボリディアーナ 牝4栗 55 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 456－ 41：46．1 11．8�
79 シャトーブランシュ 牝4鹿 55 川田 将雅有限会社シルク高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 480－121：46．2� 5．0�
11 フェータルローズ 牝5栗 55 小牧 太兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 454＋10 〃 クビ 25．4�
55 リラヴァティ 牝3黒鹿52 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：46．3クビ 1．8�
810 リリコイパイ 牝3鹿 52 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 452－ 41：46．51	 11．9	
44 
 ベリーフィールズ 牝6鹿 55 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 470－ 21：46．6� 51．1

66 リングネブラ 牝5黒鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484＋121：46．81	 32．4�
22 
 テーオーフェアリー 牝5栗 55 国分 優作小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 478± 01：47．11� 185．7�
67 アルアマーナ 牝5鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 432－ 41：47．2� 61．0
33 プレノタート 牝5鹿 55 武 幸四郎有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 458－ 61：47．52 34．4�
811 フロアクラフト 牝4黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 502± 01：47．6� 5．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，497，500円 複勝： 61，181，800円 枠連： 23，423，000円
馬連： 99，369，300円 馬単： 59，165，200円 ワイド： 43，078，100円
3連複： 114，897，500円 3連単： 230，477，800円 計： 673，090，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 270円 � 210円 � 490円 枠 連（7－7） 2，080円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，610円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 42，700円

票 数

単勝票数 計 414975 的中 � 27965（4番人気）
複勝票数 計 611818 的中 � 59475（5番人気）� 89017（3番人気）� 28163（6番人気）
枠連票数 計 234230 的中 （7－7） 8705（6番人気）
馬連票数 計 993693 的中 �� 39314（7番人気）
馬単票数 計 591652 的中 �� 9812（17番人気）
ワイド票数 計 430781 的中 �� 16471（8番人気）�� 6717（21番人気）�� 8179（15番人気）
3連複票数 計1148975 的中 ��� 10587（28番人気）
3連単票数 計2304778 的中 ��� 3913（136番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．4―12．2―11．8―11．7―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．0―48．2―1：00．0―1：11．7―1：23．3―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．4
1
3
1，8（5，9）11（2，6，10）7，4－3
1，8（5，9，11）（6，10，3）（2，7）4

2
4
1，8（5，9）（6，10，11）（2，7）（4，3）・（1，8）（5，9）（10，11）（6，3）（2，7，4）

勝馬の
紹 介

ノボリディアーナ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．6 京都1着

2010．3．22生 牝4栗 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー 13戦4勝 賞金 58，243，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



23107 8月30日 晴 良 （26小倉2）第9日 第11競走 ��
��1，700�

ぷ さ ん

�山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．8．24以降26．8．24まで1回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

48 キングヒーロー 牡5黒鹿55 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 500± 01：44．8 3．9�
11 サイモンガーランド 牝5鹿 52 酒井 学澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 490－ 61：45．01� 15．4�
59 ダ ノ ン ミ ル �6栗 54 藤岡 佑介�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454－161：45．1	 8．4�
713
 ベルサリエーレ 牡4鹿 55 松山 弘平藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 472－ 61：45．42 2．0�
12 カシュカシュ 牝5鹿 51 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 448－ 2 〃 クビ 98．4�
23 ステキナシャチョウ 牡7鹿 53 高倉 稜池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 460± 01：45．5クビ 47．7	
816 キタサンシンガー 牡5芦 53 国分 優作
大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 500＋ 21：45．6� 127．9�
47 � バンブーリバプール 牡6青鹿55 太宰 啓介
バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 494＋ 21：45．92 7．8�
24 テイエムゲッタドン 牡3栗 51 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 492－ 51：46．1	 55．3
611 ディーエスコンドル 牡6鹿 54 和田 竜二秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 464－ 2 〃 アタマ 22．4�
36 サクラブライアンス 牡7黒鹿55 北村 友一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 490－ 6 〃 クビ 22．7�
510 レックスパレード 牡6栗 54 義 英真 
キャロットファーム 森田 直行 安平 追分ファーム 528－ 41：46．31� 201．0�
714 コウユーサムライ 牡5栗 54 中井 裕二加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 490± 0 〃 ハナ 53．2�
612 コウユーヒーロー 牡7青 53 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 512－101：46．51� 61．5�
35 リッカアリュール 牡8栗 50 松若 風馬立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 484－141：46．82 184．5�
815 ケージーヨシツネ 牡6鹿 53 幸 英明川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 468－ 61：47．11	 70．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，384，600円 複勝： 70，356，200円 枠連： 42，518，800円
馬連： 175，913，600円 馬単： 89，099，100円 ワイド： 68，972，100円
3連複： 244，453，100円 3連単： 429，850，600円 計： 1，165，548，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 310円 � 280円 枠 連（1－4） 1，390円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 630円 �� 540円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 24，060円

票 数

単勝票数 計 443846 的中 � 91029（2番人気）
複勝票数 計 703562 的中 � 150750（2番人気）� 49638（5番人気）� 58118（4番人気）
枠連票数 計 425188 的中 （1－4） 23616（4番人気）
馬連票数 計1759136 的中 �� 59013（8番人気）
馬単票数 計 890991 的中 �� 19410（13番人気）
ワイド票数 計 689721 的中 �� 28575（6番人気）�� 34011（4番人気）�� 11111（14番人気）
3連複票数 計2444531 的中 ��� 38901（13番人気）
3連単票数 計4298506 的中 ��� 12951（66番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．6―12．9―13．1―12．2―12．4―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．3―42．2―55．3―1：07．5―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．3
1
3
5（13，15）14，4，8（7，16）（3，11）（6，9）1（2，10）－12・（5，13）15（8，12，11）（14，16）（7，9，2）（4，6）（1，10）3

2
4
5－13，15，14（4，8）（7，11，16）（3，9）（6，2）（1，10，12）・（5，13）（15，11）（8，9）16（14，12）（7，1）（4，2）6，3－10

勝馬の
紹 介

キングヒーロー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．10．29 京都14着

2009．4．30生 牡5黒鹿 母 キングシスター 母母 エイティシスター 24戦5勝 賞金 78，079，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブルーチッパー号

23108 8月30日 晴 良 （26小倉2）第9日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 オトコギマサムネ 牡3鹿 54 北村 友一塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 458－101：08．0 10．6�
47 セ シ リ ア 牝5栗 55 藤岡 佑介田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 450＋161：08．21� 15．3�
612 ハドソンシチー 牡4黒鹿 57

54 ▲岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 440－ 61：08．41� 40．9�
59 インヴォーク 牝3栗 52

49 ▲松若 風馬�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 414－ 6 〃 クビ 8．0�
35 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿54 幸 英明�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 438＋ 4 〃 ハナ 4．6	
714 マジカルビアンカ 牝4芦 55 国分 恭介村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 446－ 21：08．5� 91．2

12 ヤマニンカヴァリエ 牡5鹿 57 武 幸四郎土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 502＋ 21：08．71 9．3�
611 オリエンタルサン 牡4鹿 57 藤懸 貴志下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 458－ 8 〃 ハナ 4．9�
11 テイエムシングン 牡4鹿 57 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 B490－10 〃 クビ 77．1
817 キネオリュウセイ 牡4黒鹿57 川田 将雅吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 470－ 41：08．8� 6．6�
24 アグネスキング 牡3黒鹿54 川須 栄彦渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 504－ 4 〃 アタマ 20．8�
510 ジェネクラージュ 牡4栗 57 酒井 学加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 448－ 21：08．9クビ 58．8�
713 アグネスフィズ 牝4鹿 55 小牧 太渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 474＋ 21：09．0� 25．1�
816	 デンコウタフネス 牡5鹿 57 川島 信二田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 日進牧場 440－ 21：09．21� 43．0�
48 	 アスターローズ 牝8鹿 55 高倉 稜加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム 452－ 61：09．41� 209．7�
715 ナムラユキヒメ 牝3栗 52 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 424＋10 〃 クビ 104．0�
818 アメージングムーン 牝4鹿 55 
島 良太 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 456＋ 21：09．5� 12．6�
36 スズカチャンプ 牡5鹿 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B478－ 81：09．6� 46．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，766，100円 複勝： 51，086，800円 枠連： 30，944，900円
馬連： 111，818，100円 馬単： 54，510，200円 ワイド： 50，216，500円
3連複： 155，486，500円 3連単： 230，301，300円 計： 720，130，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 460円 � 590円 � 860円 枠 連（2－4） 6，130円

馬 連 �� 7，830円 馬 単 �� 14，730円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 5，510円 �� 7，510円

3 連 複 ��� 67，950円 3 連 単 ��� 371，040円

票 数

単勝票数 計 357661 的中 � 26939（6番人気）
複勝票数 計 510868 的中 � 30340（6番人気）� 22760（8番人気）� 14964（10番人気）
枠連票数 計 309449 的中 （2－4） 3912（23番人気）
馬連票数 計1118181 的中 �� 11062（30番人気）
馬単票数 計 545102 的中 �� 2775（58番人気）
ワイド票数 計 502165 的中 �� 5836（25番人気）�� 2339（54番人気）�� 1710（72番人気）
3連複票数 計1554865 的中 ��� 1716（199番人気）
3連単票数 計2303013 的中 ��� 450（1069番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―44．8―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．5
3 ・（13，7）9，5（17，18）（1，14）3（2，8）（12，15）4，11，10－（16，6） 4 ・（13，7）（5，9）－（1，14，17）（3，2）18（12，8）4，15，11（16，10）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オトコギマサムネ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．7．21 中京1着

2011．3．17生 牡3鹿 母 レッドベリル 母母 レッドヴェルベット 8戦2勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 アグネスキング号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・18番）



（26小倉2）第9日 8月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 189頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

183，610，000円
11，800，000円
1，380，000円
16，330，000円
69，869，500円
4，914，000円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
316，778，800円
510，649，900円
221，232，200円
776，814，600円
452，844，100円
372，572，100円
1，034，755，400円
1，726，027，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，411，674，600円

総入場人員 7，757名 （有料入場人員 6，558名）
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